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序章 

本章では、まず研究に至るまでの背景として、筆者が問題意識を有するに至った背景と、本

研究の研究手法にたどり着いた背景を述べた。 

  筆者は、大学時代に在籍していた早稲田大学国際教養学部（以下、SILS）における「キコク」

のリアリティーを明らかにしたいという問題意識を持った。本章ではまず、SILS に関する背

景として、世界中から学生を募ることにより多様な学生が机を並べる環境であるということ、

そのうち日本にルーツを持つ学生の中には「キコク」と呼ばれる「海外経験やそれに準ずる高

い英語力を持った人」たちと、「純ジャパ」と呼ばれる「日本から一歩も出たことがない人」

たちというカテゴライズがあったことに言及した。そこには文化本質主義的な思想も見え隠れ

しており、誰が誰を「キコク」や「純ジャパ」と呼び、誰がそう名乗るのかに明確な基準はな

かった。この不明瞭な名付けの下で「キコク」という位置取りになった人たちは、「キコク」

のイメージやステレオタイプに影響されたまなざしに少なからず影響を受けただろうが、それ

がどのように彼らの言語意識やアイデンティティに影響し、自己表現につながっていたのかを

明らかにしたいと考えた。 

 また、これまでの「キコク」に対する日本語教育において、「キコク」がどのような学生な

のかを理解しようとする姿勢が重要なことは指摘されているが、その目的は彼らを日本社会に

「適応」させることや、授業運営に支障をきたさずに日本語の授業を受けさせ、卒業させるこ

とだった。それは、限られた時間の中で教師側の目的を達成するためだけの表面的な理解に過

ぎない。本質的に「キコク」を理解し、彼らと向き合うこと自体を目的とし、その重要性に意

識的な研究は見当たらない。グローバル化の急速に進む現代において「キコク」の存在感は今

後増していくと予想される。表面的な理解のまま、一方的な日本語教育を彼らに押しつけ続け

ることには限界があるため、彼らをまなざす視点にある種の転換が必要であると考えた。 

以上の問題意識から、研究目的を『「キコク」という存在のリアリティーをどう捉えて、ど

のように働きかけていけばいいのかを明らかにすること』と設定した。 

 

第 2 章 先行研究 

本章では、本研究に関連する先行研究について述べた。 

 SILS という場を理解するとき、「移動が常態である」という視点と、「ことばを混然一体に

混ざり合ったもの」と捉える複言語の視点、そして「ことばとアイデンティティを場に応じて
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戦略的に使い分ける」行為がリアルであるとするメトロリンガリズムの視点は欠かせない視点

だとし、本研究の理論的枠組みを示した。さらに、本研究で用いた自己エスノグラフィー研究

とライフストーリー研究に触れ、本研究でこれらの研究方法を採用した理由を述べた。 

 

第 1 部（第 3 章～第 7 章） 

第 1 部では、本研究の一部として自己エスノグラフィー研究を行い、問題意識の再発掘をし

てライフストーリー研究につながる RQ を設定した。また、自己との対話を通して筆者自身の

立場を明らかにし、筆者と「キコク」の関係性を明確にした。 

自己エスノグラフィーを書き終えて新たに判明した筆者の問題意識は、以下の2点であった。 

1、「ワタシ」と「わたし」のかかわり方 

2、ことばと気持ち、「わたし」の関係性 

この自己エスノグラフィーで導き出した問題意識を元に、本調査を実施しデータを集めた。

「キコク」との対話を通し、彼らについてのより深い理解と考察につなげるため、本調査であ

るライフストーリーインタビューを実施する際の RQ を以下の通り設定した。 

RQ１：「わたし（本人が考える自己）」は、「ワタシ（周囲が期待する彼/女）」とどのようにか

かわってきたのか。≪まなざしとの交渉≫ 

RQ２：①「キコク」の中のことばは、どのような要因によって変化したのか。 

   ②「キコク」とことばとの距離感は、どのような変化をしてきたのか。 

≪ことばと「わたし」≫ 

RQ３：①「キコク」はどのように「わたし」をとらえているのか。 

②それはどのように変化してきたのか。≪アイデンティティ≫ 

 

第 2 部（第 8 章～第 10 章） 

第 2 部では、SILS で出会った「キコク」へインタビューを行い、彼らと対話し、その対話

の記録を分析した。ライフストーリーインタビューに加え、筆者の自己エスノグラフィーを読

んでもらい、それについて話す「意見交換」も行った。 

調査協力者は、筆者が SILS 在籍中に知り合った友人 S と M である。 
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二人の地理的移動・言語教育カテゴリー間の移動歴は以下の通りである。 

S M 

アメリカで誕生 

日本へすぐ帰国～幼稚園 

イギリス 2 年 

アメリカ・カリフォルニア 2 年 

アメリカ・ニューヨーク小中高 

日本・SILS 

日本・日系企業就職 

日本で誕生～幼稚園 

アメリカ・3 年 

日本・小中高 

日本・SILS 

ノルウェー・留学 1 年 

日本・技術職就職 

 

 ライフストーリーと意見交換記録により、二人の考察を行った。 

S は日本語と英語の間を移動し、様々なコミュニティの間を移動しながら成長してきた。そ

の生き方を「たんぽぽみたい」と表現し、移動しながら生きてきた自分は移動の合間に居場所

を見つけながら、留まることも去ることも強制されない立ち位置にいることが居心地良いと語

った。S が居心地良いと感じる人生には、移動がついて回るということが示唆された。また、

S が人生を振り返り、過去の一部分を思い出す際、「日本語／英語がどのくらいできたのか」「日

本語／英語を使って何をしたのか」が重要なことであった。S は他者との関係の中で何度も自

分のことばの力や立ち位置を相対化し、捉えなおし、位置づけなおすことを繰り返しながら成

長した。S が自分をどのように捉えたかということと同じくらい、他者が S をどのように捉え

たのかということと、そのように捉えられたことを S はどう思ったのかということも影響して

いた。人生の中で何度も気持ちを揺さぶられ、その度に立ち止まり、自分を振り返り、価値観

を更新する過程で「日本人じゃない日本人」であり、「たまたま日本に住んで日本語喋れるア

メリカ人」であるという特別なアイデンティティに出会った。まだ社会人になったばかりの S

はこれからも自分を見直し続け、生き方をどんどん更新し続けていくのだろう。現在の S は「気

に入っている」という「今の自分になれた」ことが「嬉しい」と語った。 

M は移動の経験と自身のことばの力を結びつけ、人生の中で何度もその意味づけや関わりを

変化させながら生きてきた。しかし、幼少期の辛い記憶は成長しても様々な形で M に影響を与

え続けている。移動とことばと、共に想起される感情や記憶が M の中で密接に絡まり合って存
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在していた。移動は、単に 2 地点の間で個人が動いたという事実として把握できないほど、個

人の生に影響していた。移動の結果どうなったか、ということだけを取り上げるのではなく、

その後の人生の中で何が繰り返し思い出され、「移動する子ども」が大人になってもどのよう

に影響し続けているのかまで捉えなければ見えてこない生き様があるということが、M の語り

から分かった。また、他者との関わりの中でアイデンティティが揺らいだり、変化したりして

きた M であるが、SILS での経験を経て、定住者が自分の常識から外部の人間を判断しようと

する視点からのプレッシャーから解放された。移動を繰り返し、夢中で生きてきた子ども時代

を、大人になって振り返ることで意味付け直すというプロセスは、辛いだけだった記憶を今の

自分の一部として認めるプロセスでもあった。移動を繰り返す人生を送るということには、気

持ちが揺らいだり、傷ついたりという痛みが伴う可能性が大きくある。それは成長する間に何

度も思い出され、その痛みも同じ回数だけ追体験されるだろう。M はその度に自分を相対化し、

他者を自分の価値観や生き方を更新する際のリソースとしてきた。自分に痛みを与えた他者を

反面教師としながら、「なりたい自分」を更新し続ける力に変えてきた。ことばの力は、移動

をきっかけとして自動的に変わっていくものではなく、アイデンティティとの交渉の中で起こ

る葛藤や抵抗感、ことばの力が上達する喜び、未来への希望などのような感情と密接に結びつ

きながら記憶され、言語意識、アイデンティティと絡み合いながら変化し続けていると分かっ

た。 

 

第 3 部（第 12 章、第 13 章） 

第 3 部では、第 1 部・第 2 部を受けて総合的に議論を行なった。 

S、M、そして筆者のデータから、 

•移動させられた経験と、それに伴ってバイリンガルにするための教育を受けさせられたこと 

•SILS で過ごした時間に大きな価値を感じていること 

•日本語でのコミュニケーションに不安を抱えた経験があるにも関わらず、日本語教育の支援

を受けられなかったこと 

•SILS を卒業し、モノリンガルな世界へ進んだこと 

•移動し続ける間、価値観や生き方を更新し続けてきたということ 

の 5 点が、3 人の共通点として浮かび上がった。 
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また、意見交換という研究方法に関しても考察した。移動し続けるという生き方の中で、他

者のまなざしや自身の言語意識によって揺らがされることは繰り返されるであろう。その度に

価値観が更新され、自分の「芯」ができていくが、揺らがされるということには痛みや苦痛が

伴いかねない。今回、自分の人生を振り返りながら語り、他者の人生についても聞き、様々な

きっかけで、しかし「揺らがされた」ことをきっかけとしない形で「自分が忘れていた人生の

一部」が思い出された。冷静に、客観的に自分の生を見つめなおす契機になる可能性がある上

に、「しまい込んできた」思い出と向き合い、語るというプロセスで、自分の過去を意味づけ

なおす機会になった。「理解し合おうとする」関係性が作る「安心感」や「信頼感」によって、

「癒し（エリス＆ボグナー、2006）」が起きた。移動の経験について「語る」こと、その声に

耳を傾けようとする「当事者」がいることはそれだけで、移動する人生の中の重要な時間とな

ると言える。 

 

結論として、序章で示した以下の研究目的に答えた。 

「キコク」という存在のリアリティーをどう捉えていけばいいか 

 本研究において取り上げた 3 人の「キコク」は、SILS において最終的に「キコク」とい

う枠から飛び出し、自分らしく「名乗る」ことを選んだ。「キコク」という名前は SILS の社会

においての便宜的なものであり、3 人の生のあり様を理解できる単語ではなかったのだ。 

SILS に入学する前の 18～19 年という人生において、当然のことながら 3 人は異なる歴史を

持っていた。それぞれ、他者からのまなざしに一喜一憂し、そのたびに気持ちが揺らいだり、

傷ついたりし、自分が何者なのか迷いながら成長してきた。地理的・言語的移動という大きな

イベントを経て成長した彼らは、SILS の 4 年間で更に変化する。SILS という場は、SILS 入

学前とは「移動の経験」と「ことば」に対する前提の全く異なる環境であり、その前提が違う

ので彼らに降り注ぐまなざしも大きく変化した。卒業後も移動し続ける彼らの人生の中で、

SILS で過ごす 4 年間の価値は計り知れない。「移動し続けてきた自分、これからも移動し続け

る自分を肯定的に捉えなおし、生きる力にする」ための 4 年間であった。 

彼らが SILS という、日本定住者の固定的な視点から見ると特別で異質な場所にいるのはた

った 4 年である。そこは様々なことばや文化が複雑に入交じる場所で、誰もが自分の持つすべ

ての言語資源をフル活用し、相手や場によってことばもアイデンティティも使い分けながら生

活する、まさに「移動」が日常的な空間である。移動し続けている彼らを、国や文化による固

定的な見方で理解しようとするのは、変わり続ける彼らの一瞬の様子しか切り取ることができ
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ない。「キコク」は、当然のことながら一人一人背景が違う。住んでいた国も違えば、持って

いる言語資源も、それらのことばに対する意識もさまざまである。SILS 入学時に「キコク」

と名乗っていたからといって、4 年後もそのように自分をまなざしているかはわからない。彼

らのリアリティーを捉えるためには、「今、ここ」に見えている彼らの姿だけではなく、過去

の記憶とそれによる生きる力、そしてこれからさらに続く移動への希望も一緒に捉えようとし

なければいけない。さらに、「今、ここ」に見えている姿は、自分と、自分たちがいる場に合

わせて彼らが戦略的に使い分けている自己の一つでしかないと、メトロリンガルな視点で理解

することが重要である。仮に彼らが「キコク」だと名乗ったり、TOEIC 満点の証明書を無言

で差し出したとしても、彼らは「キコク」や「英語ができる人」というだけの人間であるはず

がないのである。自分のまなざし、自分との関係性の中で偶然捉えることができた、彼らの生

の一部だけですべてを判断しようとすることは、もはや何の意味も持たないということが本研

究を通して示唆されたことである。 

 

日本語教育は、「キコク」にどのように働きかけていけばいいか 

現在、日本語教育が SILS の「キコク」に関わるのは、「キコク」の中でも日本語力が低いと

判断された一部の人たちで、なおかつ彼らの大学生活 4 年間の間のみである。さらに、日本語

の授業を卒業に必要な単位数に組み込むことで、日本語の授業の役割を限定している。 

「キコク」は SILS に至るまでの長い人生の中で様々な経験をし、SILS を卒業して様々な道

へ進んでゆく。これまで日本語教育は、この移動し続ける長い人生の中の、たった 4 年間の中

の少しの時間しか、「キコク」を見てこなかった。つまり、SILS 入学時の日本語力だけを見て

日本語教育の要/不要を判断し、4 年間のみ有効な日本語教育、つまり社会から切り離された教

室の中で完結する、単位にしかならない日本語教育しか提供できなかった。この教育観が、教

室というたった一つの場における彼らの行動だけで「インター出身」だから「問題児」だとま

なざしたり（中川・中山、2006）、「SJ（帰国生）の学生は絶対に単位を取れ」と学生に言い渡

し、彼らにとって意味がないように見える授業を強制力を持って受けさせようとする教師の態

度に繋がっていた（中村、2002）。しかし本研究で、SILS の「キコク」の移動し続ける人生の

中で、日本語と共に歩んだ時間、これから歩んでいく時間は途方もないということが明らかに

なった。「キコク」は生涯を通して日本語と向き合い続け、ツールとして利用したりアイデン

ティティの根幹においてみたりと、様々に付き合い方や気持ち、距離感を変えながら、日本語

と共に生きていくのである。このように、移動が大前提である SILS の「キコク」に対する日
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本語教育が、4 年間の中で完結するものでは意味がないはずだ。過去と未来を分断させてしま

う、一過性の日本語教育では、彼らの役には立てないということが示唆された。 

「キコク」という存在を、大学の 4 年間という一瞬で過ぎ去る時間の中に閉じ込めてまなざ

そうとする日本語教育観から脱却し、長い人生の中で日本語と向き合い続ける彼らにとって、

日本語教育との付き合いが 4年間で完結することはあり得ないという日本語教育観に転換して

いく必要があるということを示唆して本研究の結びとする。 

日本語との付き合いを 4 年間で完結させないように、具体的にどのような授業カリキュラム

や授業運営の方法が考えられるのかを議論していくことは、今後の研究への視座としたい。 
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